
【と　き】令和２年２月１日（土）

【ところ】ダンロップパースリーコース

組 時間 氏   名 読み仮名 府県 氏   名 読み仮名 府県 氏   名 読み仮名 府県 氏   名 読み仮名 府県

1 9:00 徳永 大貫 トクナガ タイガ 大阪 堀江 ⑥ 阪 幸汰 サカ コウタ 大阪 山直北 ⑥ 田原 優 タハラ ユウ 京都 同志社国際学院初等部 ②

2 9:08 大津留 遼人 オオツル ハルト 大阪 下新庄 ④ 池内 大心 イケウチ タイシン 大阪 新高 ⑥ 清水 藍生斗 シミズ ライト 兵庫 野口南 ⑤

3 9:16 石口 寛樹 イシグチ ヒロキ 奈良 大正 ④ 片岡 大雅 カタオカ タイガ 大阪 貝塚中央 ⑥ 田浦 玄尋 タウラ ケンシン 兵庫 東町 ⑤ 田中 隆之将 タナカ リュウノスケ 京都 同志社国際学園初等部 ⑤

4 9:24 小坂 晃生 コサカ コウキ 兵庫 難波 ⑥ 福井 誇多郎 フクイ コタロウ 大阪 緑ヶ丘 ③ 上田 將貴 ウエダ マサキ 兵庫 北須磨 ⑤ 森田 遼 モリタ リョウ 大阪 上小阪 ⑤

5 9:32 岡村 昂汰 オカムラ コウタ 兵庫 峰相 ⑤ 岩名 嘉利 イワナ カイリ 京都 昭和 ② 平野 夏凪 ヒラノ ナギ 兵庫 高丸 ⑥ 山崎 蒼也 ヤマザキ ソウヤ 大阪 西山田 ④

6 9:40 塩田 星 シオタ ヒカル 京都 梅小路 ④ 北田 聖久 キタダ リク 大阪 新浅香山 ⑤ 藤松 俐音 フジマツ リオン 大阪 明治 ⑤ 伊藤 朔 イトウ サク 大阪 八戸の里 ③

7 9:48 浅田 千年樹 アサダ センジュ 和歌山 和歌山大付 ⑥ 石井 陽向 イシイ ヒナタ 大阪 樟葉西 ④ 石井 航祐 イシイ コウスケ 大阪 秦野 ⑤ 山下 大翔 ヤマシタ ヒロト 兵庫 多田 ④

8 9:56 道上 嵩琉 ミチウエ タケル 兵庫 渦ヶ森 ④ 石井 未來 イシイ ミライ 大阪 樟葉西 ⑥ 小野 駿 オノ シュン 大阪 西南 ⑤ 森下 雅頌 モリシタ マサノブ 兵庫 甲南 ④

9 10:04 百田 一郎 モモタ イチロウ 大阪 鳥飼 ⑥ 福田 翔太 フクダ ショウタ 兵庫 天満南 ① 足立 昊祐 アダチ コウスケ 京都 立命館 ④ 進藤 敢介 シンドウ カンスケ 兵庫 宝塚 ⑤

組 時間 氏   名 読み仮名 県 氏   名 読み仮名 府県 氏   名 読み仮名 府県 氏   名 読み仮名 府県

10 10:12 足立 莉子 アダチ リコ 京都 立命館 ⑥ 道上 稀唯 ミチウエ キイ 兵庫 渦ヶ森 ① 佐々 心美 ササ ココミ 京都 美濃山 ⑤ 森下 澪 モリシタ ミオ 兵庫 甲南 ②

11 10:20 閼伽井 雫月 アカイ シヅキ 滋賀 日野 ⑤ 福田 美来 フクダ ミクル 兵庫 天満南 ④ 朝井 結愛 アサイ ユイ 大阪 白鳥 ② 山本 智亜紗 ヤマモト チアサ 兵庫 長尾 ③

12 10:28 筑紫 ひなの チクシ ヒナノ 滋賀 五個荘 ⑥ 間 夏希 ハザマ ナツキ 大阪 城内 ③ 名田 真子 ナダ マコ 兵庫 白浜 ⑤ 佐々 心花 ササ コハナ 京都 美濃山 ③

13 10:36 本村 彩歌 モトムラ アヤカ 兵庫 小浜 ① 長野 莉奈 ナガノ リナ 兵庫 緑が丘東 ④ 名田 莉子 ナダ リコ 兵庫 白浜 ⑤ 金子 夢百 カネコ メオ 奈良 生駒南 ⑥

14 10:44 赤松 美波 アカマツ ミナミ 和歌山 港 ⑤ 山城 まい ヤマシロ マイ 京都 ノートルダム学院⑥ 臼井 海羽 ウスイ ミハネ 兵庫 宝塚一 ⑤ 西野 三結 ニシノ ミユ 大阪 瓜破 ③

15 10:52 本村 紅音 モトムラ アカネ 兵庫 小浜 ③ 赤松 真帆 アカマツ マホ 和歌山 港 ③ 内藤 心音 ナイトウ ココナ 兵庫 阿弥陀 ④ 山下 大翔 ヤマシタ ヒロト 兵庫 多田 ④

※大会当日は、高速道路など渋滞することもありますので、時間に余裕をもってご来場ください。

※欠席者が出た場合など、組み合わせ及びスタート時間を変更することがありますのであらかじめご了承ください。

※受付は午前７時30分から行います。
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学校名・学年 学校名・学年 学校名・学年 学校名・学年
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